
教員紹介（教育業績書） 

氏名  ひらがな 職位 所属（学科等） 

李 載宇 い ぜう 助教 地域共生学科国際コミュニケーションコース 

教育理念（学生へのメッセージ） 

「日々新又日新」 何かを学ぶことにより、昨日できなかったことが今日できるようになり、昨日分からなかっ

たことが今日分かるようになる楽しさを覚えていただきたい。その理由は、私自身もそのようになりたいし、その

ようになれるように努力しているから。学生と共に成長していきたい。 

教育の責務 

韓国語 韓国語検定 韓国語会話 

韓国語アクティブラーニング 卒業研究 ライティング＆グラマー 

比較文化研究 AWESOMESASEBO！  

外国語指導・留学支援・学生支援など専門的知識や機能、異文化理解・対応育成のための授業・業務 

教育方法 

勉強に集中できない学生も丁寧に根気強く対応し、学生が興味を持って活用できる内容を積極的に取り入

れて授業を行なう。 

他者評価 

質問しやすくて楽しい雰囲気を作ることで、外国語を通じて積極的に交流することと、実践的な課題の解決

に取組むことができるようにしている。 

学生の学修成果 

韓国に興味を持ってもらい、韓国語でやりたいことを探せるようにサポートし、例年より多くの学生を韓国留

学に送り、韓国語検定では 3級以上を習得させるように指導している。 

今後の目標（短期・長期） 

（短期）学生達の韓国語学習・韓国留学・異文化理解に役立つように一生懸命取り組む。 

（長期）日韓関係の架け橋になる国際人材の育成に貢献する。 

専門分野 （学問分野／専攻） 

日本学 日本語教育 韓国語教育 

研究テーマ （研究領域） 

韓国文化、韓国語教育、異文化理解 

所属学会 

日本韓国語教育学会   

学歴・学位･免許資格 

平成 17年 2月 大韓民国 尙文（サンムン）高等学校卒 

平成 24年 2月 大韓民国 崇実（スンシル）大学日語日本学科卒（教職課程履修） 

職歴 

平成 24年 4月 佐世保市国際政策課（韓国国際交流員）（平成 29年 3月まで） 

平成 29年 4月 長崎短期大学国際コミュニケーション学科 助教（令和 2年 3月まで） 

令和 2 年 4月 長崎短期大学地域共生学科国際コミュニケーションコース 助教 （現在に至る） 

教育研究業績         著書、学術論文等の名称                発行所、発表雑誌等又は発表学会等 

 特記事項なし  

社会における活動等 （学会・研究会等の委員・役員／講演会／社会貢献／表彰／他） 

平成 29年 3月 JET絆大使任命（日本国総務大臣） 

平成 30年 4月 九州韓国人連合会長崎支部事務局長（現在に至る） 



（講演会）  

平成 24年 4月 佐世保市まちづくり出前講座：「文化」カテゴリの「韓国文化講座」担当（平成 29年 3月まで） 

平成 24年 4月 佐世保市職員語学研修（韓国語）：初級講座と中級講座の 2部編成（平成 29年 3月まで） 

平成 29年 5月 長崎短期大学市民公開講座「まち、人、暮らしをデザインする」 

平成 30年 9月 長崎短期大学まちなか大学（佐世保市中央公民館）：「これまでの日韓交流、これからの日韓

交流」 

平成 30年 9月 佐世保市姉妹都市写真展示会（佐世保市島瀬美術館）：韓国の美意識、簡単な韓国語につい

て講演 

 



Faculty introduction（Educational achievements） 

Name   Position Affiliation（Department, etc.） 

Lee jaewoo 

 

 Assistant professor Department of Regional Collaboration 

/Global Communication Course 

Education philosophy（Message to students） 

"Improve yourself every day." By learning something, you will be able to do what you couldn't do 

yesterday, and you will be able to understand what you didn't understand yesterday. For that reason try to 

follow this motto. I want to grow with my students. 

Educational responsibilities 

Korean I / II Korean Proficiency Test I / II / III Korean Conversation 

Korean Active Learning Graduation Research Korean Writing & Grammar I / II 

Comparative Cultural Studies AWESOMESASEBO!  

Foreign language instruction, study abroad support, student support, classes and work to understand 

different cultures, and fostering correspondence 

Education method 

Students who struggle to concentrate on their studies will be treated politely and patiently, and I try to 

actively incorporate content that students can engage in with interest. 

Evaluation by others 

By creating a fun atmosphere where it is easy to ask questions, students are able to actively interact through 

foreign languages and work on solving practical problems. 

Student achievements 

We support students of Korean so that they can discover what they want to do with Korean. We have 

increased the number of students studing abroad in Korea, and help them acquire level 3 or higher in the 

Korean language test. 

Future goals (short term and long term) 

(Short term) Work hard to help students learn Korean, study abroad in Korea, and understand different 

cultures. 

(Long-term) Contribute to the development of people who will serve as a bridge between Japan and South 

Korea. 

Specialized field (academic field / major) 

Japanese studies Japanese language education Korean language education 

Research theme (research area) 

Korean culture, Korean language education, Understanding of different cultures 

Academic societies 

The Japan Association for Korean Language Education 

Education / degree / license 

February 2005 Graduated from Sangmoon High School, Republic of Korea 

February 2012 Graduated from Soongsil University, Department of Japanese Language and Japanese 

Studies, Republic of Korea (Teaching Course) 



 

Work history 

April 2012 Sasebo City International Policy Division (Coordinator for International Relations(Korea)) 

(until March 2017) 

April 2017 Assistant Professor, Department of Global Communication, Nagasaki Junior College (until 

March 2020) 

April 2020 

 

Nagasaki Junior College Department of Regional Collaboration, Global Communication 

Course Assistant Professor (current position) 

 

Education and 

research 

achievements 

Names of books, academic papers, etc. Publishers, publication magazines, 

presentation societies, etc. 

 no special instruction  

Activities in society (members / officers of academic societies / study groups / lectures / social 

contributions / commendations / others) 

March 2017 JET Kizuna Ambassador (Minister of Internal Affairs and Communications of Japan) 

April 2018 Kyushu Korean Union Nagasaki Branch Secretary General 

(Lecture) 

April 2012 Sasebo City Town Development Delivery Course: In charge of "Korean Culture Course" in 

the "Culture" category (until March 2017) 

April 2012 Sasebo City Staff Language Training (Korean): Two-part organization of beginner and 

intermediate courses (until March 2017) 

May 2017 Nagasaki Junior College Public Lecture "Designing Towns, People, and Living" 

September 

2018 

Nagasaki Junior College Machinaka University (Sasebo City Central Community Center): 

"Japan-Korea exchange so far, Japan-Korea exchange in the future" 

September 

2018 

Sasebo Sister City Photo Exhibition (Sasebo City Shimanose Museum): Lecture on Korean 

aesthetics and simple Korean 

 

 


